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第 35 号 (2003-3） 2003 年 11 月 30 日

穏やかなIowaの人達との出会い
FFデモイン受入交換ED(ExchangeDirector) 佐々木和彦

今回の受入は、結論的に云うと全般的に順調だったと思います。先ず、

相手がFFI本部のあるアメリカのデモインクラブであったこと。そして先

方のEDが、保険会社コンピューターの指導者なので、連絡反応が早くて

確実でした。私とEDキャロリンは、１月に初めてEmailを交換して以来、

約８ヶ月間に、のべ58回のやりとりをしました。これが通常の家庭経費以外、ノーコストでしたから、

IT技術のお陰や偉大… ! と言えます。

今年始め Mt.Barkerに渡航したグループが、全員加わって受入委員会を作り、皆で仕事を分担して

実行出来たことも、交換成功の大きな力になりました。特に Welcome Partyでは、その力が発揮され

ました。良かったと思います。

今回のアンバサダーは、SARSやイラク戦争の影響があって、９名という少人数でしたが、キャロリ

ンがあいさつで言ったように‘熱心な会員’でした。EDが46歳で、他過半数は60歳台というグループ

は穏やかな人々で、食べ物も控えめ、‘大きなステーキを食べて、コーラを飲む陽気なアメリカ人’

と云うようなイメージを覆す方々でした。彼らが唄った‘Friendship Force Song’には‘世界の平和

を願って、人々とFriendshipの交換を、私から始めます’というくだりがありましたが、持って来た

記念プレートには 'Together we can make a difference'(一緒にやれば、良い結果を出すことが出来

る)と書いてあります。すすんでホストを引き受けてくれた家族の皆さんも、これからIowaの友人とし

て長くつき合えるようお祈りします。有難うございました。

Together we can make a difference
と書かれた記念プレート



今回の受け入れは２回目と言うことで、リラッ

クス気分で待っていました。

一ケ月前にメールで送られてきた、キャロリンの

写真を飾り、毎朝“おはよう”と声をかけながら

顔を覚えました。受け入れ当日、指定場所で、彼

女がバスから降りてくるのを待っていたら、アン

バサダーの中に彼女がいない？ いない……？

EDの佐々木さんに“キャロリン”を紹介されてびっ

くりでした。スレンダー美人になっていました。

（失礼！）

玄関に入ると“靴を脱ぐのね“と言いながら足

をモゾモゾ。旅先の心得、習得済みでした。それ

からが大変、彼女の荷物の中で香水が洩れていて、

床についてしまい、家中いい香りが漂ってきまし

た。皆さんに配ったデモインの写真や地図にも、

香りがまだ残っているかも知れません。

アイオワ州デモインから大西洋まで、車で2日、
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今年、2003年の受入交換 は、左記
の日程で、FFデモイン（アメリカ）から来訪しま

した。SARSのことやイラク戦争などの影響で、

人が集まりにくかったとのことで、９名の方々で

したが、下の表のような組合せでホームステイ・

交流していただきました。

受入家庭には、初めての人もあり、又、10回

以上経験している人もありましたが、それぞれに

心が通じる交流ができたようです。

これを糸口としてアメリカの友達となり、

Emailのやりとりや、再訪問など、長く続いてい

くと良いですね。

これから、受入各家庭の感想をご紹介いたします。

Amb.
氏 名 婚姻状況

性別
年齢

３泊(10/8-11) ４泊(10/11-15)
No. 身長cm 7泊通し（10/8-15）

1 Carolyn Krafka Single 女 46
嶋 勇吉 吉田静枝

キャロリン・クラフカ 167.6

2 Mary Mulligan Single 女 68

メアリ・マリガン 165.1
大坂昭夫 高野左起子

3
Sandra Jordan Single 女 61

サンドラ・ジョーダン 177.8

4 Diane Roberts Married 女 51
大庭次子 桜川真奈美

ダイアン・ロバーツ 150.5

5 Les Eckstat Single 男 55
佐々木和彦 野内隆夫

レス・エクスタト 177.8

6 Judy Burch Married 女 64

ジュディ・バーチ 167.6
菊池幸子 菊地由美子

7 Bill Burch Married 男 65

ビル・バーチ 177.8

8 Dotty Solliday Married 女 65

ドティ・ソリデー 166.4
谷口ヒサ子

9 Harry Solliday Married 男 69

ハリー・ソリデー 177.8

FFデモイン受入ホスト一覧表

10/8
（水）. 8:30～9:00pm 郡山ダイマツボウル北側の宝山ゴルフ練習

場の駐車場に到着。
10/9 ホストファミリーと全日自由。

（木）. Free day with hosts

10/10 午前9:45?11:00、郡山市役所表敬訪問。その後 "磐梯山"
方面へピクニック&ドライブ

（金） 午後5:30-6:00帰着

10/11 午後5:00から8:30 日立コミュニケーションテクノロジ-(株)

（土） パーティ後 ホスト引継ぎ

10/12 ホストファミリーと全日自由。

（日） Free day with hosts
10/13 ホストファミリーと全日自由。

（月） Free day with hosts
10/14 午前8:30“ビバホーム"(郡山大槻店)西側 第2駐車場集合。

（火） 日光へ、一日バス旅行. 午後5:30-6:00帰着

10/15
（水）

午前9:30集合-郡山市総合体育館西側駐車場(内環状線道路沿

い)、貸切バスにて出発。

国は異っても気持は同じ !!

嶋 美知子

デモインから９名来訪!!



太平洋まで3日もの時間がかかるそうです。キャ

ロリンもあまり海を見たことが無いというので、

翌日は、海を見に行くことにしました。磐越高速

道で1時間、小名浜の永崎海岸に着くと、彼女は

砂浜で貝殻を拾ったり、波を追いかけたり、ちょっ

と子供に戻ったように、一緒に遊びました。三崎

公園のマリンタワー最上階で、東はアメリカの方

向よと話したら、水平線を指差して“デモイン！”

を繰り返して、笑っていました。

灯台を見たことが無いと言うので、塩屋崎灯台

を案内したのですが、修理中で登れませんでした。

下から見上げ、ちょっと残念そうでした。次はア

クアマリン水族館へ。川の魚、池の魚、暖流の海

の魚、寒流の海の魚など、興味深くじっくり見て

歩きました。大きなカニを見て、昼食に食べたカ

ニと同じだと大笑いしました。ドジョウの水槽の

前で、一生懸命探していたドジョウは、アメリカ

にはいないのかしら、ちょっと聞きそびれてしま

いました。

帰りの車の中では、スース－と眠ってしまった

キャロリン。昨夜は11時過ぎに寝て、3時頃には

目が覚めたらしい。飛行機の疲れや、初めての日

本でのホームスティで、気疲れがどっと出て来た

のかも知れません。せっかく来たのだから、あれ

もこれもと思って、連れ回し過ぎたかな? と、ちょっ

と反省しました。

翌日は、郡山市役所表敬訪問、そしてピクニッ

ク、私とキャロリンは、ピクニックのお弁当のお

にぎりを２人で作りながら、台所で話がはずみま

した、食器洗浄機があるのかと尋ねたら、ほしい

けど無い。生ごみはデスペンサー付だから、その

まま流れるとか、まな板も使うとか話をしました。

最後の日は、高柴デコ屋敷へ行きました。張子

の人形や絵付けを、興味深く見ていました。三春

駒の由来を聞き“子育て駒”だと説明したら、友

人が妊娠しているから、おみやげにと買い求めて

いました。子供が健やかに育ってほしいと願う気

持ちは、国が異っても、皆が持つ素直な感情だと、

改めて思いました。

我家にいながら、異国の文化、習慣など少しで

も体験できるＦＦに、とても感謝しています。

４泊とは言え、一日目は遅いので寝るだけ、そ

して一日はデイトリップも入るので、そんなに負

担には感じられず、あっと言う間に過ぎてしまっ

たという感じです。

今回は欲張らずに須賀川市内の観光地（一応）

牡丹園、乙字が滝、芭蕉園、空港公園等を案内し

ました。空港公園ではキャロリンと一緒に作った

弁当（おにぎりを含む）を食べました。雨が降っ

て来ましたが、雨の中の緑を見ながらの食事もな

かなかのものでした。

彼女はほんとに何でもトライしてくれ、納豆も

食べ、思ったほど悪い味ではないと言ってました。

教会で歌ってるミュージシャンなので、一日目は

私のピアノの先生夫妻をお呼びして、小さなホー

ムコンサートを行いました。彼女は歌をいくつか

歌ってくれましたが、彼女の声はほんとにソフト

で、綺麗でした。ピアノも弾いてくれて、すごく

楽しいひと時でした。

私塾をやってる都合上、デイトリップの日は送

り迎えや夕飯を、友人に代わりにやってもらいま
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キャロリンを受け入れて・・・

吉 田 静 枝
嶋さん実家の人達と……

キャロリンが植えたお花を前に……



した。また、翌日は友人とウエルカムパーテイを

開きました。彼女は魚類の方を好んだので、魚類

と野菜のバーベキュー（室内で）でした。また翌

日の夜は、私の生徒たちと食事をしながらの交流

でした。とても親切で、つたない生徒たちの英語

に誠意を持って答えてくれました。また一人一人

にお菓子と彼女の町の地図を持ってきてくれまし

た。

とても静かな方でしたが、自分の家族、生活、

友人、また将来の年金等たくさん話してくれまし

た。たったの中３日でしたが、楽しく過ごすこと

ができました。

今回は、初めてアメリカの女性二人を迎えると

いうことで、2～3ヶ月前から準備していたのだが、

言葉の問題、食事や習慣の違いで、意志の疎通が

上手く出来るだろうか？ 結果的に満足して貰え

ないのではないかと心配していました。

10月8日の夜、指定の駐車場に待機していると、

8時半頃、貸切バスが到着し、9人のアンバサダー

が降りてきました。身長177cmの大柄なサンドラ

さんと165cmのメアリーさんが我が家のゲストで

す。大きな荷物を積み込んでから、何とか片言の

英語で自己紹介を終え、家路に向かいました。私

はハンドルを握りながら、私の車に二人のアメリ

カ女性が乗っていることを思うと、まるで今から

テレビドラマが始まるような期待と、同時に不安

の混じった特別な雰囲気で、夢を見ているような

気分になりました。

我が家は、娘と息子、私と妻の4人暮らし、そ

こに2人の外国人が加わって、3泊4日の短い間だ

が、充実した楽しい共同生活が始まったのでした。

実は、受入が決まってからも、あまり乗り気でな

かった妻や娘だったのですが、始まってからは、

国際親善と交流の名の下に、積極的に協力してく

れました。私たちのホスピタリティに、旅慣れた

2人のゲストが温かく応えてくれるのを感じて、

急速に親密になり、いろいろなことを経験しまし

た。

大事なウエルカムパーテイに遅れてしまう失敗

もあって、皆さんに心配や迷惑をかけてしまうこ

とも有りましたが、ゲストと私たち家族の関係は、

完全に言葉の壁を乗り越えてしまったと思われま

した。別れの朝、私は2人の彼女らと抱き合って、

再会を約束し、別れを惜しみました。人前で男女

が抱き合うのは普通恥じらうのですが、あの時は

自然とアメリカ風な気分になっていました。今度、

いつか再会したら、また躊躇なく彼女たちと抱き

合って、喜び合えるように思えます。あっという

間の短い交流だったが、これからもEメールの交

換が続いて行きそうです。

最後に、今回、私たち受入ホスト以上に多くの

方々が、縁の下の力持ちで支えて頂いたお陰で、

素晴らしい体験が出来たことを、心より感謝致し

ます。有難うございました。

これまで随分長い間、子供達と共にアンバサダー

をお迎えしていましたが、一昨年、最後に残った

娘も嫁ぎ、今回初めて、夫婦だけで受け入れをし

ました。
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初めての素晴らしい体験

大 坂 昭 夫

気持が通じた、温かい思い出…

高野 左起子

自宅でのだんらん

毛越寺で……



60才代のメアリさんとサンドラさんは明るい独

身の方達で、仕事を持ち、日本人の40才代女性ほ

どの若さを持っておられました。

「今までは、いつも娘がね、いろいろと手伝って

くれていたんです。」と私が言ったら、サンドラ

さんは、「Yourhouse is anemptynest.May Ihelp
you?」とおっしゃって、微笑んで台所に入って、

手伝って下さいました。また、初孫にワンピース

のお土産を頂き、お互いにおばあちゃんの気持ち

が通い合ったことも、私にとっては、とても温か

な思い出となりました。

以前、私はパソコンを習っておりましたが、し

ばらくやっていなかったので、忘れておりました。

しかし、サンドラさんやEDの佐々木さんからEメー

ルを頂いたおかげで、再びやる気が起き、また練

習を始めました。そういう意味で、今回は得るべ

き物が沢山あったなあ……と、機会を与えてくだ

さった方々に、感謝致しております。

1988年にダビユークのアンバサダーをお迎えし

て以来、ホストファミリーとしてちょうど20回目

となりました。FFとしては９回，その他の関係で

11回，お国もアメリカ、カナダ、オーストラリア，

ニュージランド、フランス、メキシコ、イギリス、

エルサルバドルといろいろで、長い方は３カ月滞

在していただきました。

今回お引き受けしたダイアンさんは保険会社に

お勤めの看護師さんで、物静かな方でした。初め

はやや緊張なさっているようでしたが、すぐに打

ち解けて、短い時間でしたが、お別れする時はと

ても辛く感じました。

人と人の交流によって生み出される感動は、そ

の度毎に新たなものを与えてくれます。また、ホ

ストファミリーをお引き受けできる時は、さまざ

まな条件が満たされている幸せな時だとつくづく

感じております。

得がたい感動と，幸福の実感も、今回の事業に

かかわったEDの佐々木さんをはじめ、受入委員、

ほか、多くの皆様の支えがあったればこそと、心

から感謝申しあげます。本当に有難うございまし

た。

今年の春、フレンドシップフォースに入会して、

初めてのホームスティなので、不安や緊張の中で、

お客様をお迎えしました。事前に私たち家族なり

に、今日は何をして、どこに行って、何を食べさ

せようかと色々と計画を立てておりましたが、受

け入れ日が近づくにつれ、それが段々重荷になっ

てきました。

はたして、相手の方が日本の生活を楽しんでも

らえるか、不安が大きくなり、受け入れをお断り

しては……と思うようになってきました。そんな

時に、私たちの前半のホスト・大庭さんより貴重

なアドバイスをいただき、肩の力を抜いて、当日

を迎えることが出来ました。

実際、多少のハプニングはありましたが、自分

も家族も、楽しんで５日間を過ごすことが出来ま

した。

何よりも、小学生の娘が一番喜んで「次のお客
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いま，甦る新たな感動と幸福の実感

大 庭 次 子

初めて……心地よい疲れ……

桜川 真奈美

大庭さんの生け花の技に見入る……

桜川さん(左端)宅に近所の子供達も集まって……



様は、いつ来るの?」と言ってくれました。ただ一

番心配なことは、相手の方が良い思い出を作って

くれたか? 日本の印象が私たち家族のせいで、悪

いものになってはいないか……ということです。

最後に、初めての受け入れで、身も心も頭も疲

れた５日間ではありましたが、もちろん、この疲

れは心地よい疲れであったことは間違いありませ

ん。この機会を設けてくれた、フレンドシップフォー

スに出会えたことに感謝したいと思います。

予定時刻より早めとは云え、夜8時半頃にバスは

到着しました。のべ18 時間もの長旅にさぞや疲れ

たことだろうと思い、少しでも早く家へ案内して、

ゆっくり休んでいただこうと考えていました。し

かし、初対面の挨拶もそこそこに、レス・エクス

タトの口から出た言葉は「医者に連れていって欲

しい ! 」でした。妙に顔色の白い人だと思ったら、

何と具合が悪かったのです。幸いにも、私のかか

りつけ医に連絡が取れ、須賀川の折笠クリニック

へ直行しました。よく聞いてみると、旅に出て以

来、おしっこが出せないとのこと。さぞや苦しい

だろうと可哀想で、ついアクセルに力が入ってし

まいました。

医者が云うには、“前立腺肥大のために違いな

い。泌尿科は自分の専門外" と云いながらも応急

処置をして下さった。私たちは 1リットル以上も

取れた彼のおしっこを見せられました。すごい自

己紹介となったものです。レスは恥ずかしがって、

顔を手で隠していましたが、まるで別人のように

顔色も良くなり、すっきりした表情に戻りました。

私たちも本当にホットして家に帰り、お腹がすい

たという彼と10時過ぎに、遅い食事を共にしまし

た。

つい先月、別な団体でホームステイしたメキシ

コの青年が、かなりの飲兵衛だったので、冷蔵庫

にビールを一杯入れておきました。でも、何とレ

スは水やオレンジジュースしか飲まない… これに

は驚きました。彼は自分の薬も持参していたよう

なので、身体のことを考えてのことかも知れませ

ん。滞在中は勿論、ウェルカムパーテイの席にも、

デイトリップの時にも、彼のために、おいしい水

をいつも用意していた私は“ママみたいだ !"と云

われてしまいました。

私はずっと前から予定していた用事や、ボラン

ティアの都合等で、彼と行動を共にすることがま

まならず、本当に申し訳なくて“ごめんなさい!"
の連発だったのですが、少年がそのまま大きくなっ

たような、素直な性格のレスは笑顔を絶やさず、

英会話も思うようについて行けない私のために、

絵を描きながら、自分の家の様子などを話してく

れました。

近くにある“おしゃれ劇場”(和服専門店)に行っ

た時には、丁度、成人式の振り袖姿で、写真前撮

りしていた娘さんと一緒の写真におさまり、思い

がけず良いおみやげになりました。彼は着物の値

段の高さにびっくりしていましたっけ……。

後半のホスト野内さんにも誘われて、日光デイ

トリップに行きましたが、あいにくの天候で、華

厳の滝はゴーゴーという音だけで全然見られませ

んでした。丁度キレイな紅葉だった中禅寺湖の周

辺もガスがかかって見えず、二度と来ない(かもし

れない)アンバサダー達には、とっても残念でした。

しかし、レス以外の8名の方々とも少々交流を味

わうことが出来ました。また、バスの途中、大き

な写真を用意しての、伊東由実さんの名ガイドぶ

りには感心させられました。

別れの朝、レスは“アイオワの家に是非来て欲

しい !”と何度も云ってくれました。私も別れの

寂しさを感じて、思わず“Sure, See you again !"と口

走っていました……。
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お医者さんへ直行したレス

佐々木 文子

着物専門店で……



我が家に今回ステイされたのは、 １年半前に結

婚したばかりの65歳のBillと64歳のJudyの大変仲

がよい新婚さんでした。彼らは幼なじみの、first

kissを交わした仲で、しかもJudyのお母さんも彼

を大変気に入ってくれたのですが、彼女のお父さ

んが、まだ若いと反対したために交際が途絶えて

しまったそうです。

その後BillはIBMのエンジニアとなり、一方Judy

は看護師となり、それぞれ良き伴侶を得て結婚さ

れ、Judyはアリゾナに移りました。４年前に彼女

は夫を亡くし、荷物を整理していたところ、Ｂと

イニシャルが入ったSchool Ringを見つけ、幼なじ

みだったBillを思い出し、アイオワの実家に帰っ

た時に、それを返そうと思いました。当時まだ生

きていた彼女のお母さんがBillの兄弟を知ってい

たことがきっかけで、やっと彼と連絡をとること

が出来ました。

45年ぶりに再会した彼も奥さんを亡くされてい

て、二人の仲は急速に昔に戻り、再会から１年半

後に結婚されたという小説のようなお話でした。

実はそのリングは彼の物ではなかったそうで、二

人はそれを 'Magic Ring' と言って笑っていまし

た。私達も「まるでそれは 'マディソン郡の橋'

の第二話ですね。」と冷やかしました。

今回の受入では、ディホストの方々に大変お世

話になりました。国分さんには須賀川の絵幟りを

見せて頂いたり、書道を体験させてもらいました。

裏磐梯へピクニックの折は、野内さんと塩谷さん

にお世話になりました。大庭さん宅の生け花教室

にも、飛び入りで参加させて頂きました。また石

橋さんや平さんにも協力して頂き、一緒に楽しい

時を過ごすことが出来ました。今まで、ディホス

トは自分が時間がとれない時にお願いするものと

思っていましたが、ディホストの方も交えて一緒

に行動するのも楽しく、会員同士の輪を広げるい

い機会と思いました。

我が家にやってきたアンバサダーは、ビルとジュ

ディ・バーチ夫妻でした。彼らは、初恋から約50
年目に劇的再会を果たし、結婚したばかりの新婚

でした。

二人は日本の文化にとても興味があり、我が家

にある仏壇と神棚を見て、日本人の宗教観につい

て問われ、思わず言葉に窮したこともありました。

それから「芸者はprostituteなのか」といったよ

うな質問もあり、娘が英語力と知識を総動員して

答えた結果、二人は芸者についての正しい知識を

得られて、喜んでいました。

訪問二日目は、ちょうど福島の稲荷神社のお祭

りだったので、夕方から見に行きました。屋台や

神楽を興味深く見ていました。特に神楽を見て、

またも「日本人の半分は神道か」と聞いてきまし

た。日が落ち、祭りのクライマックスでもある連

山車には、二人も見入ってました。

三日目は、二本松の菊人形へ行きました。千本

菊や菊で作った五重塔には興味深げに見ていまし

たが、宮本武蔵の菊人形は、よく理解できなかっ

たようです。特に芝居小屋で行われていた、安達

が原の鬼婆の話の説明には、こちらもお手上げで

した。

食事については、日本食で食べられないものは

生魚と納豆だけといっていましたが、それ以外の
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初めてホストファミリーをして

菊地 由美子

三春デコ屋敷で……

友人達も集まって……

'Magic Ring' のエピソード

菊 池 幸 子



日本食も、あまり進んで食べているようには見え

ませんでした。しかし豆腐の味噌汁と大学芋は喜

んで食べていました。お好み焼きレストランにも

連れて行きましたが、あまり食は進まなかったよ

うです。

四日目は郡山駅まで送っていって、彼らは日光

へ行きました。福島駅までの私鉄（飯坂電車）に

乗った途端に「これが新幹線なのか」と聞いてき

たので、日本人の名誉にかけて「No」と答え、新

幹線に乗ってから「これが日本が誇る新幹線です」

と教えました。

最終日は、郡山の駐車場まで送り、再会を約束

して別れました。４泊５日のホストは、私たち家

族にとって貴重な、楽しい日々でした。

2～3ヶ月も前から待っていたホームステイ受入

の一週間はあっという間に過ぎてしまいました。

まるで異国にいるような夫妻の会話に聞き慣れた

頃、絵はがきを部屋に残して、彼等は次の旅へと

発ちました。

ハリーは以前、関西の方に滞在していたことも

あり、日本の文化や歴史なども良く知っており、

食物もナマモノ以外は好んで食べました。しかし、

奥さんのダティは殆どパンと飲み物。だから市販

の食パンと日本茶、コーヒーなどとご飯の両方を

用意しました。副食は食べたい物だけ食べたよう

です。特にらっきょう、きゅうり、ミョウガの酢

漬けは気に入ったようで、“売れ行き"上々なので、

毎回出しました。来年迎える人のために、もっと

漬けておこうと思ったほどです。

過剰接待にならないように、疲れないようにと

心して、お互い、自由時間も結構とり、ゆったり

した時の流れのように感じました。楽しい時間を

過ごせたのも、FF郡山メンバーのお陰です。有難

うございました。

参考までに、私たちの一週間の過ごし方を箇条

書きしてみました。

10/8(水) 夜遅い到着・長い飛行時間で、大変疲

れているとのことで、夜10時頃就寝。

10/9(木) 遅い朝食後、歩いて10分くらいの公園

を散策。２時間位してから帰宅。その後夕食まで

自由時間。夕食後はトランプゲームで緊張ゆるむ。

10/10(金) 郡山市長表敬訪問では、須賀川まで送っ

て行き、それ以後、佐々木さんの車にあずけまし

た。夕方６時半頃迎えに行って帰宅しましたが、

アイオワには無いと云っていた“曲がりくねった

道"のドライブを楽しんでいたようです。

10/11(土) 安積永盛まで電車で送り、宗像さんに

頼んで、ドライブ。午後5時、ウエルカムパーティ

に待ち合わせて合流しました。彼等は、新しい友

達が出来たことで、喜んでいました。

10/12(日) 遅い朝食です。11時頃、家を出て、

町のフリーマーケットで軽い昼食。その後、本場

アメリカの“ソース"を作ってくれるとのことで、

材料を買い出し、ハリーがつくりました。

10/13(月) 前日から一晩ねかせた“ソース"で、

スパゲッティ昼食を食べてから、白河南湖周辺を

見てまわりました。

10/14(火) 日光デイトリップ～ 好評だったよう

です。

10/15(水) 朝食後に、すぐに出発でした。
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ソリデー夫妻との一週間

谷口 ヒサ子

日本の稲刈りに興味を持って……

Welcome Party プログラム

自由歓談 Icebreaking 5:00 ～ 5:30pm

1. 開会 5:30pm 司会： 深谷 久芳

佐藤 裕子

2. あいさつ

(1) 郡山クラブ会長 蓋 康

(2) 郡山クラブ ED 佐々木和彦

(3) デモインクラブED キャロリン クラフカ

3. プレゼント交換 ED / ED

4. 乾杯 野内 隆夫

会食＆懇談 Dinner & Talk →



世界大会 ドロナワ 出席記

前会長 村田英男

世界会議まで３週間もないある日

「郡山クラブが褒章を戴けそうだか

ら、誰か世界会議に参加して下さい

と言われているが、どうですか……?」と蓋会長か

ら連絡が入った。俄然その気になり、航空券を手

に入れ、ホームページで大会スケジュールをチェッ

クして、webから世界会議の予約を入れた。

10月29日(水)到着 世界大会の会場・ヒルトンホ

テル(Budapest Hilton)は世界遺産に登録されてい

るブダ王宮の丘の城壁の内側であった。

10月30日(木) 午後から登録。参加者は、21ヶ国・

330名（うち日本15クラブ・59名）であった。私

の知った顔は、日本クラブは約20名、Devonの
AnnHarading、台北の何良正夫妻、呂理輝氏、韓

国の黄夫、BangkokのPongsy等。 その夜、開会

式と晩餐パーティ。
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FFI 世界大会で表彰されました !!

11月15日の福島民報、16日の福島民友新聞で見た方もあると思いますが、去る

10月30日～11月２日、ハンガリーのブダペストで開かれた“第27回フレンドシッ

プフォース世界大会”で、FF郡山が表彰されました。

PR優秀賞・プログラム優秀賞・サービス優秀賞・顕著な業績賞と４部門で、３FF

クラブと２人の個人が表彰されたのですが、その内のPR優秀賞を戴きました。 これ

はFF郡山が自分のクラブ内で、インターネットのメーリングリストやホームページを

有効に活用していると同時に、FF日本全体のメーリングリストやHPも運用して、日

本のフレンドシップフォース活動の“PR”に貢献したと評価されたのです。（これは

FF西東京・高垣さんの推薦文に基づいて審査されました）

詳しくはFF郡山のホームページで(最終ページにアドレス有り)“会員お知らせ”の

ページ又は“FF会員専用ページ”をご覧下さい。

左の表彰トロフィーは、高さ20cm程の小さな物ですが、地球を象徴した円形の透明

板に“Excellence in Public Relations Friendship Force of Koriyama 2003”の文字が入っています。それを

金属製の、FF人間像が支えている姿です。以下に、受賞するために急遽、ブダペストまで行っていただいた村田前会

Excellence in Public Relationsのトロフィー

デモイン受入反省会
10月26日正午から、郡山市さんかくプラザでデモ

イン受入交換の反省会を開きました。ホスト家族の

方、それぞれの都合で、出席は少なかったのですが、

一品持ち寄りのポトラック昼食会式で、和やかにお

話しました。全般的なこと、表敬訪問、ウエルカム

パーティ、デイトリップ(日光)のことなど、良かった

こと、反省すべきことなどをまとめて記録し、次の

受入に生かすよう引き継ぎすることにしました。

５. アトラクション Attractions

(1) 琴演奏 網代 純子

「千鳥の曲」と「手事」

(2) FF 郡山クラブ合唱団

「アヴェ マリア」 「夢路より」

(3) アンバサダーのアトラクション

(4) ゲーム

(5) ひょっとこ踊り、他

6. 閉会 8:30pm 菊池 幸子

記念撮影 Taking Pictures



10月31日(金) 午前・午後、分科会は５つほど設

定された。午前の分科会は勉強のため出席。午後

の分科会はサボって路面電車で市内観光。

11月1日 (土 ) 朝９時「Presentation of Annual
Award」どうやらデビーの言う、ここで「Some
thing good will happen」はある筈だから、この場

は抜けるわけには行かない。果たして、配布され

た 2003 Award Nomineeの 20クラブほどの各個ク

ラブのリストにTFFKoriyama Japanが入ってい

た。

Presentationが始まった。最初に説明している

のは、佐々木さんが作っているFFJAPANのホー

ムページの事だぞ、と思っているうちに「Hideo
Murata」と呼ぶので、廻りを見渡しながら、壇上

へ。スージーと握手をして「楯」を受け取る。

私のスピーチはぶっつけ本番「3週間前は世界

大会出席は考えていなかった。デビーが『Some
thing good will happen』と言うので出席したが、

これだったのか！(どっと笑い）……ThankYou！」

席に戻って、ボーっとしてたら、周りの人が 「C
ongratulations !」と言ってくれた。

「Exellence inPublicRelation」と言う Awardだっ

た。ホームページを作成し、外部に向けては、FF
の啓発活動を、又は他国クラブの日本渡航への情

報提供。内部に向けては、国際本部から来る資料

の日本語訳の掲載。これらが評価された。

この評価は郡山クラブだけで受けるべきもので

はない。 さっと www.friendshipforce.jpのドメイ

ンを取得した、支援委員会・石井さんの決断の早

さ、素早くホームページ作りに邁進した佐々木さ

ん、そして、それらにリンクして、ＦＦ日本ホー

ムページのグレードを上げて行った、各クラブの

協力。これを本部に nominateして下さったFF西
東京・高垣さん、皆で祝福すべきものと考える。

その夜はドナウ川船上パーティ、両岸は世界遺

産に登録の建物群がライトアップに映える。女性

参加者の多い会合のダンスタイムは、男性はパー

トナーとして、休まず奉仕せねばならないのだが、

日頃の運動不足で、体も自由に動かない。しかし、

素晴らしい船上ディナーであった。

11月2日(日) 10時からクロージング。来年の開催

地・ロサンゼルスがプレゼンを行った。午後から、

ホームスティ～スロバキァ、ドイツと、皆、それ

ぞれの場所に旅発った。私は、ウィーンに２泊し

て日本に戻った。

郡山クラブの皆様、ＦＦの渡航は "交換" の時

だけではないのです。是非、次回あたりは世界会

議への参加を考えてみては、如何でしょう。
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時期は10月頃……？ ・

紅葉がきれいな頃が良いと思います。

モスクワはロシアの首都・人口約830万人…

・1998年の金融危機以来、経済状態は苦しく、

約30ルーブル＝１ドルという為替レートで、

対外的には厳しいようです。

今年の夏、FF愛媛の人達が行ってきました…

・その情報によると、FFモスクワの会員は先生

とか技術者とか現役の人が多いようです。

・ただ、彼らの月収はドルレートから換算する

と、１万円～３万円。年金者は５千円～８千円位

で、日本に来る旅費は大変なようです。

2004年受入は
FFモスクワ モスクワから来ます !!
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フロリダへ行こう !!2004年渡航は

FFサラソタ

参加者
募集

ＥＤ佐々木へ
Tel/Fax 0248-76-1630
sasakik@jasmine.ocn.ne.jp

時期は７月下旬……
・学校が休みになってから

おおよその内容は……
・６泊のホームステイ

・その後、マイアミ泊→

キーウェスト泊

・帰路にサンフランシスコ

又はロスアンゼルス泊

・機中泊を入れて11～12日

おおよその費用は……
・20万～25万円位……？

★去る７月の会員アンケート
では、10名前後の方が参加

しそうでしたが、先方でも

出来れば、15～16名なるこ

とを望んでいます……!!

フロリダは 常夏の“サンシャイン ステート”です !!
夏だから暑いですが、サラソタはメキシコ湾側の海辺なので、穏やかな気候です。

７～８月の気温は21℃～31℃位（Yahooの気候情報から）で、福島県の‘浜通り’位の感じです。

マイアミ、キーウエストも浜辺なので、ほぼ同様な気候です。

但し“日差しは強いので日除けの帽子、日焼け止めクリーム、サングラスは必ず携帯すること”

と注釈がついています。

サラソタは国内空港しか無いので、地味ですが、日本で云うならば‘白砂青松’と例えられる

ような美しい海岸を持った文化都市のようです。マイアミ・キーウエストは有名なところですが、

中でも、作家ヘミングウェイがこよなく愛したという、キーウエスト島のサンセットは憧れると

ころです。

FFサラソタの皆さんは1997年９月、25名でFF郡山にホームステイしております。その時のホ

ストは次の皆さんでした。

白岩綾子・平 文敏・木村温子・白岩千津子・谷口ヒサ子・佐山富雄・渡辺恵子・戸井

田洋子・奥秋和夫・野田節子・鈴木睦子・矢部貞夫・石橋千佳子・大河原真理子・石田

弘・山崎 亨・高橋とよ子・蓋 康・車田美枝子・上西政幸・郡司 宏・渡部正美・

大高由里子・平方恭子・縫 洋子・千葉典宏・高田藤太郎・野内隆夫。

さあ、今度は皆さんも、サラソタを訪ねてみませんか……!!



１) 2004年１月総会でスタッフが改選になります。

会の運営にご協力いただける方は、是非スタッフ

として活躍を、お願い致します。スタッフの任期

は２年で、原則として月１回、日曜日の午後にス

タッフ会議を開催し、行事など会の運営について

打合せを行っています。スタッフとして、ご協力

いただける方は事務局までお申し出下さい。

２） FF太田群馬クラブとの交流会

９月14日(日)午前中、ユラックス熱海の会議室

で、FF太田群馬・会長ほか役員の皆さんとFF郡山

会長・スタッフやフロリダ行きを希望している会

員の方も参加して、交流会を持ちました。

2004年のFFサラソタ（フロリダ州）への渡航は、

郡山と群馬太田との合同渡航として進められるこ

とになったので、先ずは顔つなぎとして、両クラ

ブの特徴をいろいろと話し合いました。前夜は‘き

らくや’に泊まって懇親会、当日は終わってから

‘喜多方ラーメン’を食べに行ったりと交流を深

めました。

３） 10月25日、市国際交流協会主催の料理教室

FF郡山より２名参加（渡辺清子さん、上西喜代子

さん）来年はFF活動の一つとして、共催で海外各

国の料理を楽しみたいと準備しています。

４） 先の衆議院議員選挙において郡山クラブ会員

である根本匠さんが見事当選されました。おめで

とう御座います。

５） FFコーラスの忘年会と練習日

FF郡山コーラスでは12月６日に忘年会、１月11

日には、総会アトラクションに備えて、新年初の

練習を行います。

６） FFサラソタ訪問参加者募集 !!

前ページにあるように、04年のFF郡山渡航交換

は、７月にフロリダ州・サラソタを訪問します。

これは1997年に来郡したFFサラソタの皆さんが、

返礼のような形で実現したものです。その時、受

入ホストだった方々も、是非参加して頂きたいと

思います。申込み・問合わせは、ED佐々木和彦（T
el 0248-76-1630)にお願いします。

E-mailでも結構です。(アドレスは下端に有ります）

F F 活 動 日 録

６月30日(月) DEAR 34号 発行・発送

７月12日(土) 13:30～ デモイン受入委員会

７月21日(月) アンケートまとめ作業

７月27日(日) 13:00～FFコーラス・ダンス練習

７月30日(金) マッチング会議知らせハガキ発送

８月２日(土) 13：30～デモイン受入委員会

８月10日(日) 13：30～スタッフ会議

15：00～受入ホストマッチング会議

９月14日(日) 9：30～FF太田群馬との交流会

９月27日(土) 10:00～ウエルカムパーティ会場

下見・料理打合せ

９月28日(日) 11:00～受入ホスト家族最終打合せ

〃 13:30～スタッフ会議

〃 15:00～FFコーラス練習

10月８日(水) 成田空港出迎え:受入交換開始

↓ （交流行事内容は２ページ参照）

10月15日(水) 貸切バス見送り：受入交換終了

10月26日(日) 11:00～スタッフ会議

〃 12:00～デモイン受入反省会

11月１日(土) ブダペストの村田さんからFFI世界

大会で表彰を受けたE-mail届く

11月９日(日) 13:00～FFコーラス練習
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